第19回 全国小学生ABCバドミントン大会・東京都予選会
平成３０年５月２０日 武蔵村山市総合体育館

男子シングルスＡクラス
野村 歩夢 （小平ジュニア）

福島 幸輝 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）
5

小谷 来翔 （国分寺ジュニア）

21

1

山 田 崚 （石神井台小Ｂ．Ｃ）
3

三浦 基治 （調布ジュニア）

37

平野 真咲 （宝木塚ジュニア）

45

金 朱 暎 （豊島シャトルズ）

小宮 研人 （町田ジュニア）
6

22

塩 谷 禮 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

53

都筑 俊志 （練馬ジュニア）

57

小坂部 瑛太 （シャトラーズ深川）

井上 尭重 （キダッチョ君ジュニア）
7

23

田 口 翼 （旭工芸ジュニア）

三橋 蒼空 （豊島シャトルズ）
38

46

吉 岡 響 （宝木塚ジュニア）

三谷 悠太 （ソレイユＢＣ）
8

24

石井 大翔 （ホワイトバーズ）

61

片沼 来知 （稲城ジュニア）

63

笹川 優太 （青梅ジュニア）

関口 快斗 （小平ジュニア）
9

25

渡 邉 剛 （ソレイユＢＣ）

門 井 翔 （ホワイトバーズ）
39

47

木 下 渚 （石神井台小Ｂ．Ｃ）

三ツ橋 和音 （国分寺ジュニア）
10

26

須 貝 崇 （池上ジュニア）

片原 拓海 （Ｃ・Ｓ・Ａ）
54

58

小澤 悠生 （稲城ジュニア）

湯田 康一郎 （調布ジュニア）
11

27

齋藤 幸希 （武蔵村山ジュニア）

平本 聡太 （シャトラーズ深川）
40

48

石 川 良 （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）

柴田 航希 （練馬アドバンス）
12

28

弓削 綾登 （宝木塚ジュニア）

深尾 優太 （宝木塚ジュニア）
65

66
67

平 吹 驍 （青梅ジュニア）

佐藤 策太 （宝木塚ジュニア）

13

29

金 澤 歩 （渋谷ジュニア）

白田 光太朗 （八王子ジュニア）
41

49

髙﨑 心逢 （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）

黒川 蒼史 （練馬アドバンス）
14

30

関根 賢明 （調布ジュニア）

川野辺 友太 （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）
55

59

岩淵 心人 （小平ジュニア）

中嶋 真志 （ＳＵＮＳ ２００４）
15

31

江村 知洸 （八王子ジュニア）

堀川 夢真 （町田ジュニア）
42

50

金子 歩夢 （ＳＵＮＳ ２００４）

佐藤 隆一郎 （小平ジュニア）
16

32

山縣 壮也 （宝木塚ジュニア）

武丸 侑樹 （渋谷ジュニア）
62

加藤 瑛之 （宝木塚ジュニア）

64

本橋 幹大 （サザンウィングス）

17

33

阿部 晴次 （板橋ジュニア）

吉 永 暖 （国分寺ジュニア）
43

51

中澤 遼行 （国分寺ジュ二ア）

坂 本 惺 （青梅ジュニア）
18

34

井上 真斗 （練馬ジュニア）

久保田 士道 （宝木塚ジュニア）
56

須崎 渉吾 （町田ジュニア）

60

吉田 歩夢 （旭工芸ジュニア）

19

35

桃井 亮磨 （練馬アドバンス）

近藤 浩孝 （シャトラーズ深川）
44

川内 一朗 （旭工芸ジュニア）

52

林 一 郎 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

2

班 浩 文 （小平ジュニア）
鈴木 泰芽 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

4
20

36

大畠 一将 （ソレイユＢＣ）
水谷 友弥 （小平ジュニア）

第19回 全国小学生ABCバドミントン大会・東京都予選会
平成３０年５月２０日 武蔵村山市総合体育館

男子シングルスＢクラス
藤城 武之輔 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

野口 馳矢 （町田ジュニア）
9

福成 翔太 （シャトラーズ深川）

17

1

井上 誠重 （キダッチョ君ジュニア）
5

梅 澤 翼 （練馬アドバンス）

25

鈴木 蒼介 （八王子ジュニア）

29

廣谷 碧太 （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）

合田 拓翔 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）
10

18

塩谷 朱雀 （小平ジュニア）

武森 陽向 （小平ジュニア）
33

35

井渕 史瑛 （サザンウィングス）

三木 瑛太 （シャトラーズ深川）
11

19

山田 大葵 （ソレイユＢＣ）

渡邉 響己 （杉並ジュニア）
26

小口 壮真 （国分寺ジュニア）

30

平 吹 曉 （青梅ジュニア）

2

赤尾 陽向 （八王子ジュニア）

6
12

永田 典人 （武蔵村山ジュニア）

20

堤 恵 悟 （小平ジュニア）

白坂 夏絆 （小平ジュニア）
37

38
39

坂 口 功 （渋谷ジュニア）

岩佐 幸太郎 （八王子キッズバドラー）

13

滝川 翔太 （シャトラーズ深川）

21

3

小林 央弥 （ソレイユＢＣ）
7

福山 航大 （サザンウィングス）

27

戸村 光希 （宝木塚ジュニア）

31

田中 琥太郎 （宝木塚ジュニア）

間瀬 智裕 （町田ジュニア）
14

22

和川 竜也 （小平ジュニア）

下川 璃久 （青梅ジュニア）
34

36

堀川 真暉 （町田ジュニア）

髙﨑 唯心 （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）
15

23

野 口 空 （小平ジュニア）

伊東 凪都 （武蔵村山ジュニア）
28

佐々木 陽斗 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

32

戸土 相汰 （サザンウィングス）

4

藪田 直耀 （武蔵村山ジュニア）
渡邉 悠至 （青梅ジュニア）

8
16

24

玉木 佑弥 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）
城戸 友翔 （小平ジュニア）

第19回 全国小学生ABCバドミントン大会・東京都予選会
平成３０年５月２０日 武蔵村山市総合体育館

女子シングルスＡクラス
山口 祐香 （渋谷ジュニア）

小西 彩花 （八王子キッズバドラー）
1

17

髙橋 由梨佳 （石神井台小Ｂ．Ｃ）

橋山 結菜 （豊島シャトルズ）
33

41

有 住 悠 （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）

吉 田 恵 （練馬アドバンス）
2

18

谷 菜々恵 （ピクシー葛西）

金田 ゆめ （シャトラーズ深川）
49

53

立澤 七葉 （旭工芸ジュニア）

渡邉 綾音 （杉並ジュニア）
3

19

保坂 美月 （久松ジュニア）

内藤 菜々子 （宝木塚ジュニア）
34

42

赤尾 晴花 （八王子ジュニア）

光岡 智晴 （調布ジュニア）
4

20

今井 乃愛瑠 （小平ジュニア）

金 岡 薫 （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）
57

59

土屋 和心美 （八王子キッズバドラー）

佐野 はるか （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）
5

21

熊谷 舞乃 （キダッチョ君ジュニア）

水尻 紗也 （サザンウィングス）
35

43

松浦 歌音 （小平ジュニア）

山崎 美優 （青梅ジュニア）
6

22

小林 瑶季 （板橋ジュニア）

梶田 果歩 （稲城ジュニア）
50

54

久保寺 若菜 （豊島シャトルズ）

入澤 美空 （小平ジュニア）
7

23

佐伯 雛恵 （練馬アドバンス）

佐藤 ひより （渋谷ジュニア）
36

44

上山 美梨 （杉並ジュニア）

八重樫 凉 （町田ジュニア）
8

24

阿部 唯愛来 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

太田 みもざ （久松ジュニア）
61

比留間 美尋 （サザンウィングス）

63

62

山下 恵依 （小平ジュニア）

9

25

神 綾 香 （調布ジュニア）

森岡 優菜 （板橋ジュニア）
37

45

高津 悠希 （稲城ジュニア）

近藤 梨花 （旭工芸ジュニア）
10

26

大庭 菜暖 （八王子ジュニア）

石井 愛莉 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）
51

55

宮田 愛理菜 （板橋ジュニア）

森 美 葡 （サザンウィングス）
11

27

丹野 沙奈美 （豊島シャトルズ）

金沢 つぼみ （宝木塚ジュニア）
38

46

佐 藤 恵 （ピクシー葛西）

長谷川 萌香 （シャトラーズ深川）
12

28

白坂 琉璃 （小平ジュニア）

小口 美結 （国分寺ジュニア）
58

60

柵木 はづき （渋谷ジュニア）

神尾 侑里 （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）
13

29

杉本 優衣 （練馬アドバンス）

前田 知花 （ピクシー葛西）
39

47

土屋 明莉 （宝木塚ジュニア）

赤羽根 円加 （渋谷ジュニア）
14

30

吉永 実桜 （杉並ジュニア）

板垣 美優 （八王子ジュニア）
52

56

池永 芽未 （八王子キッズバドラー）

望月 日栞 （八王子キッズバドラー）
15

31

長谷川 檎々 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

伊藤 美和 （稲城ジュニア）
40

48

吉岡 小粋 （シャトラーズ深川）

篠田 真凛 （キダッチョ君ジュニア）
16

松村 涼香 （ＳＵＮＳ ２００４）

32

石川 乃乃葉 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

第19回 全国小学生ABCバドミントン大会・東京都予選会
平成３０年５月２０日 武蔵村山市総合体育館

女子シングルスＢクラス
橋村 妃翔 （小平ジュニア）

山中 杏哩 （青梅ジュニア）
11
3

黒川 紗都 （練馬アドバンス）

大久保 舞礼 （宝木塚ジュニア）
1

23

金澤 優咲 （渋谷ジュニア）

宮本 青璃 （サザンウィングス）

19
12

酒井 玲菜 （調布ジュニア）

大庭 梨暖 （八王子ジュニア）
4

29

金澤 采子 （青梅ジュニア）

田中 四葉 （渋谷ジュニア）
27

13

広瀬 紗麗 （宝木塚ジュニア）

松 山 葵 （板橋ジュニア）
5

24

吉田 絢香 （旭工芸ジュニア）

清水 瑠莉 （旭工芸ジュニア）
20

14

蛯名 美宙 （八王子ジュニア）

皆川 恵茉 （小平ジュニア）
6

伴野 碧唯 （ＮＯＣＫＳ）

森田 七海 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）
31

32

15

33

佐藤 帆志乃 （宝木塚ジュニア）

佐藤 日和 （八王子ジュニア）
7

25

森 未 宇 （板橋ジュニア）

佐藤 つきみ （渋谷ジュニア）
21

16

東 里 桜 （渋谷ジュニア）

高 木 杏 （調布ジュニア）
8

30

小野高 美月 （小平ジュニア）

薗田 優奈 （青梅ジュニア）
28

17

渡邉 杏梨 （青梅ジュニア）

渡辺 葉月 （練馬ジュニア）
9
26

楠田 美空 （練馬ジュニア）

栗原 芽希 （町田ジュニア）

22

2

青戸 麻唯菜 （千代田ジュニア）

沖平 和奏 （小平ジュニア）
18
10

木田 愛里 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

今村 柊香 （宝木塚ジュニア）

第19回 全国小学生ABCバドミントン大会・東京都予選会
平成３０年５月２０日 武蔵村山市総合体育館

男子シングルスＣクラス
塩 谷 司 （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）

石井 春馬 （ホワイトバーズ）

2

河村 結人 （キダッチョ君ジュニア）

6

宮本 陽瑠 （サザンウィングス）

1

福井 敬介 （練馬アドバンス）

12

10

田中 星太郎 （小平ジュニア）
鈴木 秀吾 （小平ジュニア）

7

佐 藤 樹 （ＮＯＣＫＳ）

3

青戸 琳太郎 （千代田ジュニア）
14

15

鈴木 鷹人 （旭工芸ジュニア）

16

金岡 壮達 （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）

8

木村 永希 （国分寺ジュニア）

4

髙橋 佑輔 （池上ジュニア）

13

野 口 優 （小平ジュニア）

11

中川 翔護 （町田ジュニア）

9

土屋 和志 （八王子キッズバドラー）

5

小杉 耕勇 （宝木塚ジュニア）

女子シングルスＣクラス
石川 るるう （たなしＭＡＸ Ｊｒ．）
梅澤 唯花 （練馬アドバンス）

2

堀口 涼乃 （稲城ジュニア）

6

太田 まりか （久松ジュニア）

1

沖平 絢音 （小平ジュニア）

12

10

南 谷 芹 （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）
齋 藤 翼 （シャトラーズ深川）

7

山中 朱哩 （青梅ジュニア）

3

水尻 茉那 （サザンウィングス）
14

15

佐々木 心羽 （旭工芸ジュニア）

16

神尾 明希 （ＴＥＡＭ ＩＳＨＩＢＡ ＪＡＰＡＮ）

8

入澤 美星 （小平ジュニア）

4

青柳 陽咲 （旭工芸ジュニア）

13

三木 彩加 （シャトラーズ深川）

11

青 木 愛 （ＮＯＣＫＳ）

9
5

猪瀬 智恵 （小平ジュニア）

村山 陽香 （宝木塚ジュニア）

